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２０２０年 ３月 №247 

 

HP：https://www.lib.city.hino.lg.jp  

３月２０日（金）祝日は開館します！ 

（市政図書室を除く） 

3月の休館日 

＊平日の開館時間は、午前１０時～午後７時（市政図書室を除く） 
＊土曜日・日曜日・祝日の開館時間は、午前１０時～午後５時 

（市政図書室を除く） 
＊市政図書室の開館時間は、午前８時３０分～午後５時１５分 
 

 

 

 

  

今月のひろば 

P.2 ３月は、おたのしみ会 

P.3 島田潤一郎さんトークライブ 

P.4 実践女子大学日野キャンパス常磐祭 

コラボイベントを開催しました！ 

P.5 図書館利用、あきらめていませんか？ 

P.6 図書館に入った新しい本  

P.23 図書館員の本箱 

 3月のおはなし会／おたのしみ会 

P.24 移動図書館ひまわり号巡回日程 
 

中央・高幡・日野 

多摩平・平山・百草（月曜日） 
2日 9日 16日 23日 30日  

市政図書室（日曜日・祝日） 1日 8日 15日 20日 22日 29日 
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実施館 日程 ０・１・２才 ３才～未就学児 小学生 

中央図書館 

３月 11日（水）  15:30～16:00 16:00～16:30 

３月 26日（木） 10:30～11:00   

多摩平図書館 

３月 12日（木） 10:30～11:00   

３月 25日（水）  15:30～16:00 16:00～16:30 

高幡図書館 3 月 18日（水） 15:00～15:30 15:30～16:00 16:00～16:30 

日野図書館 3 月 18日（水） 16:00～16:30どなたもどうぞ。どれを作るかはお楽しみ！   

平山図書館 3 月 19日（木） 10:30～11:00   

百草図書館 3 月 27日（金） 15:00～15:30 15:30～16:00 16:00～16:30 

0・1・2才 カスタネット 

鳴らしてあそんでみよう♪ 

小学生  コロコロタワー 

ボールを転がしてあそぼう！ 

３才～未就学児 紙コップロケット 

ゴムの力でとびだすよ！ 

図書館の工作の本から、おもちゃをつくります！（材料は用意してあります） 

0・１・２才の会はおはなし会の最後にプレゼントをお渡しします。 

あそびにきてね！ 

★問い合わせ 中央図書館 042-586-0584 

３月おたのしみ会 
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去る２０１９年１１月１０日に実践女子大学日野キャンパスの常磐祭にて、日野市立図書館 

「日野ヤングスタッフ」と、実践女子大学図書館の学生スタッフ「ららすた」によるコラボイベ 

ントを開催しました。 

☆―― 目玉イベント「ビブリオバトル」 ――☆ 

ビブリオバトルには、延べ７５名の観戦者が集まり、盛況に行うことが 

できました。ご参加いただいた方々、ありがとうございました！ 

☆―― 同士による座談会 ――☆ 

 

 

 

 

 

 

 

実践女子大学 日野キャンパス常磐祭 
コラボイベントを開催しました！ 

チャンプ本 

『僕が愛したすべての君へ』（乙野四方字／著） 

紹介：ヤングスタッフ大金 

ほか紹介本（タイトル順） 

『かがみの孤城』(辻村深月／著) 紹介：ヤングスタッフ大橋 

『暗いところで待ち合わせ』(乙一／著) 紹介：ららすた浅見 

『自称分析官ヴィルヘルムの名推理』(十階堂一系／著) 紹介：ヤングスタッフ野原 

『東大教授がおしえるやばい日本史』(本郷和人／監修) 紹介：ららすた中田 

 １３時から実践女子大学日野キャンパスの図書

館にて、ビブリオバトルを開催しました！ バトラ

ーは、ヤングスタッフとららすたメンバーから５

名。常磐祭テーマと同じ「始まり」をテーマに、それ

ぞれが面白いと思った本を持ち寄って魅力を熱く

語りました。 

 すべての発表後には「どの本が一番読みたくな

ったか」を基準に投票が行われ、チャンプ本が決

まりました。 

 

↑ビブリオバトルでは、本の魅力を 
言葉だけで５分間紹介します。 

ビブリオバトル終了後には、好きな本や

アニメ、本好き故の悩みなどについて和

気あいあいと語り合いました(^^) 

 

☆―― 特別展示 ――☆ 

「始まり」をテーマに選んだ本の展示や、

ヤングスタッフの推し本にたどり着くフロ

ーチャートなどの展示も行いました！ 

フローチャートは 

高幡図書館で 

現在展示中です 
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 図書館利用、あきらめていませんか？ 

 

 

 

 

 

 

 

移動図書館ひまわり号 

市内 21か所を、月に各 2回巡回しています。（悪天候での中止あり） 

巡回場所は図書館ホームページでご紹介しています。 

小さいお子様にも大人気！予約のお受け取りもできます。 

“こんな本が見たい！”などお気軽におっしゃってください。 

次回の巡回で、お持ちします。 
 

近隣８市と図書館の相互利用ができます。 

日野市民は、八王子市・府中市・調布市・町田市・多摩市・稲城市・立川市・国立市の図書

館をご利用いただけます。 

お買い物やご用事でよく行かれる場所の近くに図書館がありましたら、お立ち寄りください。 

利用カードを作っていただくにはご住所等の載っている身分証明書が必要です。 

※全市共通カードではありません。  

※返却は借りた市の図書館にお願いします。 

詳しくは各市の図書館へお問い合わせください。 
 

本の宅配サービス 

病気や障害など、何らかの事情で図書館まで出向くことが困難な方に、ご自宅や施設、病

院などへご希望の本や CDをお届けします。（市内に限ります。） 

詳しくは障害者サービス担当（直通電話 042-581-7612）へお問い合わせください。 
 

あきらめずに図書館にご相談ください。お待ちしております！ 

本を借りたいけど 

近くに図書館が無い… 

外だから 

ちょっとぐらい騒いでも

大丈夫だよ！ 
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      図書館に入った 新 し い 本 
12月 20日から 1月 30日の間に入った本です。 

誌面の都合で掲載できなかった本もあります。 

児童書は掲載していません。 

 

０００ 読書・出版・ジャーナリズム                                       

絵本がつなぐ高齢者と子どもたち 高知発「本読み会」がコミュニティを再生  

森本 ちか／著 くもん出版 019.5 

いま、解読する戦後ジャーナリズム秘史  

柴山 哲也／著 ミネルヴァ書房 070.21 

 

１００ 哲学・心理学・宗教                                           

世界哲学史 １ 伊藤 邦武／責任編集 筑摩書房 102 

日本思想史 末木 文美士／著 岩波書店 121 

新実存主義 マルクス・ガブリエル／著 岩波書店 134.9 

無気力の心理学 やりがいの条件 波多野 誼余夫／著 中央公論新社 141.7 

心理カウンセラーをめざす人の本 '20年版 必要な適性、活躍のフィールド、職

場の実際がわかる！ 新川田 譲／監修 成美堂出版 146.3 

スピリチュアル系のトリセツ 辛酸 なめ子／著 平凡社 147 

日本の心をつくった１２人 わが子に教えたい武士道精神  

石 平／著 PHP研究所 156 

騎士道 レオン・ゴーティエ／著 中央公論新社 156.9 

幸運学 不確実な世界を賢明に進む「今、ここ」の人生の運び方 

 杉浦 正和／著 日経 BP 159 

50代からの人生戦略 いまある武器をどう生かすか  

佐藤 優／著 青春出版社 159 

どうせ 24時間 印象に残る女になれ HATTORI'S BEAUTY METHOD 

 服部 由紀子／著 KADOKAWA 159.6 

全然、知らずにお参りしてた神社の謎 神話編 合田 道人／著 祥伝社 175 
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◆◆◆１００ 哲学・心理学・宗教（つづき）◆◆◆ 

御朱印さんぽ東京の寺社 ぶらり日帰りで、運気アップ！ 

 JTBパブリッシング 185.9 

鎌倉札所めぐり御朱印を求めて歩く巡礼ルートガイド  
鎌倉札所めぐり編集室／著 メイツユニバーサルコンテンツ 186.9 

経覚 酒井 紀美／著 吉川弘文館 188.2 

 

２００ 歴史・伝記・地理                                                

オイシい場面(ところ)がつながるつまみ食い世界史  

歴史の謎研究会／編 青春出版社 204 

「馬」が動かした日本史 蒲池 明弘／著 文藝春秋 210.4/ｶ 

最新調査でわかった「日本書紀」の真実 瀧音 能之／総監修 宝島社 213 

室町の覇者足利義満 朝廷と幕府はいかに統一されたか  

桃崎 有一郎／著 筑摩書房 214.6 

江戸の間取り 百万都市を俯瞰する 安藤 優一郎／著 彩図社 215 

近世史講義 女性の力を問いなおす 高埜 利彦／編 筑摩書房 215 

建国神話の社会史 史実と虚偽の境界 古川 隆久／著 中央公論新社 216 

明治史研究の最前線 小林 和幸／編著 筑摩書房 216 

特攻隊員の現実(リアル) 一ノ瀬 俊也／著 講談社 217.5 

江南の発展 南宋まで 丸橋 充拓／著 岩波書店 222 

古代ローマ名将列伝 エイドリアン・ゴールズワーシー／著 白水社 232 

物語パリの歴史 高遠 弘美／著 講談社 235 

天才たちの人生図鑑 教養としての世界史 山崎 圭一／監修 宝島社 280 

週刊読書人追悼文選 50人の知の巨人に捧ぐ  

「週刊読書人」編集部／編 読書人 280.4 

麒麟がくる 明智光秀とその時代 NHK出版 281/ｱ 

ゴッドドクター徳田虎雄 山岡 淳一郎／著 小学館 281/ﾄ 

評伝西部邁 高澤 秀次／著 毎日新聞出版 281/ﾆ 

旅の効用 人はなぜ移動するのか ペール・アンデション／著 草思社 290.9 

会いにゆく旅 森 まゆみ／著 産業編集センター 291 
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◆◆◆２００ 歴史・伝記・地理（つづき）◆◆◆ 

寅さんの列車旅 ２ 「旅と鉄道」編集部／編 天夢人 291 

日本酒酒場１００ 首都圏版 辰巳出版 291 

ふしぎ地名巡り 今尾 恵介／著 筑摩書房 291 

首都圏発日帰り大人の小さな旅 社寺めぐり  

思い立ったらすぐ行ける心落ち着く空間を愉しむ少し贅沢な旅  昭文社 291.3 

地図で読み解く京王沿線 岡田 直／監修 三才ブックス 291.36 

東京都内乗合バス・ルートあんない No.21('20ー'21年版)  

東京バス協会／監修 JTBパブリッシング 291.36 

京都名筆散歩 古都で「書」にひたる 中村 史朗／著 淡交社 291.62 

スイス 歩いて楽しむアルプス絶景ルート ダイヤモンド・ビッグ社 293.45 

 

３００ 政治・経済・社会                                                                                           

韓国を支配する「空気」の研究 牧野 愛博／著 文藝春秋 302.21 

地図で見るドイツハンドブック ミシェル・デシェ／著 原書房 302.34 

しょぼい生活革命 内田 樹／著 晶文社 304/ｳ 

日本人が世界に尊敬される「与える」生き方  

曽野 綾子／著 ビジネス社 304/ｿ 

16歳のデモクラシー 受験勉強で身につけるリベラルアーツ 

 佐藤 優／著 晶文社 311.7 

中国人の少数民族根絶計画 楊 海英／著 潮書房光人新社 316.82 

一気にわかる！池上彰の世界情勢 2020 池上 彰／著 毎日新聞出版 319 

戦争とは何か 国際政治学の挑戦 多湖 淳／著 中央公論新社 319.8 

内戦と和平 現代戦争をどう終わらせるか 東 大作／著 中央公論新社 319.8 

憲法九条の「損」と「得」  日本の大きな分岐点憲法改正・国民投票まで、数年  

太田 光／著 扶桑社 323.1 

憲法と日本人 1949-64年改憲をめぐる「15年」の攻防  

NHKスペシャル取材班／著 朝日新聞出版 323.1 

無形資産が経済を支配する 資本のない資本主義の正体  

ジョナサン・ハスケル／著 東洋経済新報社 330.4/ﾊ 
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◆◆◆３００ 政治・経済・社会（つづき）◆◆◆ 

マルクス弁証法観の進化を探る 『資本論』と諸草稿から  

不破 哲三／著 新日本出版社 331.6 

自由の命運 上・下 国家、社会、そして狭い回廊  

ダロン・アセモグル／著 早川書房 332 

スティグリッツ PROGRESSIVE CAPITALISM   プログレッシブキャピタリズム  

ジョセフ・E.スティグリッツ／著 東洋経済新報社 332.53 

世界と日本経済大予測 2020 ECONOMIC RISKS TO BUSINESS AND INVESTMENT  

渡邉 哲也／著 PHP研究所 333.6 

現代人口経済学 松浦 司／著 日本評論社 334.1 

移民の経済学 雇用、経済成長から治安まで、日本は変わるか 

 友原 章典／著 中央公論新社 334.4 

ビジョナリー・カンパニー弾み車の法則 ジム・コリンズ／著 日経 BP 335 

企業研究者のための人生設計ガイド 進学・留学・就職から自己啓発・転職・リ

ストラ対策まで 鎌谷 朝之／著 講談社 336.1 

金融グローバリズムの経済学 格差社会の形成と世界金融危機の勃発  

萩原 伸次郎／著 かもがわ出版 338.9 

保険ぎらい 「人生最大の資産リスク」対策 荻原 博子／著 PHP研究所 339.4 

Mr.都市伝説関暁夫の都市伝説 ７ 関 暁夫／著 竹書房 361.5 

「国民年金」150%トコトン活用術 日向 咲嗣／著 同文舘出版 364.6 

団地へのまなざし ローカル・ネットワークの構築に向けて 

 岡村 圭子／著 新泉社 365.3 

退職代行マニュアル 明日から会社に行かなくていい  

桐畑 昴／著 扶桑社 366.2 

働くコンパスを手に入れる <仕事旅行社>式・職業体験のススメ 

 田中 翼／著 晶文社 366.2 

韓国徴用工裁判とは何か 竹内 康人／著 岩波書店 366.8 

うきうきハッピー！決定版！お誕生表&カード 66プラン 世界文化社 367.1 
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◆◆◆３００ 政治・経済・社会（つづき）◆◆◆ 

上野先生、フェミニズムについてゼロから教えてください！  

上野 千鶴子／著 大和書房 367.2 

ルポ定形外家族 わたしの家は「ふつう」じゃない  

大塚 玲子／著 SBクリエイティブ 367.3 

ひとりひとりの「性」を大切にする社会へ  

遠藤 まめた／著 新日本出版社 367.6 

高齢者施設の費用・選び方・手続きのすべて これ一冊で安心！  

岡本 弘子／監修 ナツメ社 367.9 

定年後のお金 貯めるだけの人、上手に使って楽しめる人  

楠木 新／著 中央公論新社 367.9 

山口組の平成史 山之内 幸夫／著 筑摩書房 368.5 

平成重大事件の深層 伝説の特捜検事が語る  

熊崎 勝彦／著 中央公論新社 368.6 

マトリ 厚労省麻薬取締官 瀬戸 晴海／著 新潮社 368.6 

ケアマネジャーをめざす人の本 '20年版 介護支援専門員  

コンデックス情報研究所／編著 成美堂出版 369.2 

花まるな人生 はみ出しても、回り道しても大丈夫！  

高濱 正伸／著 幻冬舎 370.4/ﾀ 

なぜあの学校は危機対応を間違えたのか  

被害を最小限に抑え信頼を守るクライシスコミュニケーション  

石川 慶子／著 教育開発研究所 374 

なぜ、いま学校でプログラミングを学ぶのか  

はじまる「プログラミング教育」必修化 平井 聡一郎／編著 技術評論社 375 

アクティブ・ラーニングとは何か 渡部 淳／著 岩波書店 375.1 

国語教育混迷する改革 紅野 謙介／著 筑摩書房 375.8 

超難関中学のおもしろすぎる入試問題 松本 亘正／著 平凡社 376.8 

危機に立つ東大 入試制度改革をめぐる葛藤と迷走  

石井 洋二郎／著 筑摩書房 377.1 
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◆◆◆３００ 政治・経済・社会（つづき）◆◆◆ 

大学はもう死んでいる？ トップユニバーシティーからの問題 

提起 苅谷 剛彦／著 集英社 377.1 

まいにち暦生活 日本の暮らしを楽しむ 365のコツ  

暦生活／協力 ナツメ社 386 

山峡奇談 志村 有弘／編訳 河出書房新社 388.1 

最期の言葉の村へ  消滅危機言語タヤップを話す人々との 30年  

ドン・クリック／著 原書房 389.73 

CIA裏面史 薬物と洗脳、拷問と暗殺  

スティーブン・キンザー／著 原書房 391.6 

 

４００ 科学・生物・医学                                                                    

自然に学ぶ 白川 英樹／著 法藏館 404/ｼ 

ハウ・トゥー バカバカしくて役に立たない暮らしの科学  

ランドール・マンロー／著 早川書房 404/ﾏ 

ひとくちサイズの文系のための超わかりやすい数学  

クリス・ワーリング／著 ニュートンプレス 410 

中学の知識でオイラーの公式がわかる 鈴木 貫太郎／著 光文社 413.5 

印象派物理学入門 日常にひそむ美しい法則 奥村 剛／著 日本評論社 420 

時間はどこから来て、なぜ流れるのか？  

最新物理学が解く時空・宇宙・意識の「謎」 吉田 伸夫／著 講談社 421 

トコトンやさしい相対性理論の本 山崎 耕造／著 日刊工業新聞社 421.2 

最強に面白い！！化学 ニュートンプレス 430 

星を楽しむ星座の見つけかた 夜空にかがやく星の中から見たい星座をさがす 

大野 裕明／著 誠文堂新光社 443.8 

古生物のしたたかな生き方 土屋 健／著 幻冬舎 457 

動き始めたゲノム編集 食・医療・生殖の未来はどう変わる？ 

 ネッサ・キャリー／著 丸善出版 467.2 

日本の花を愛おしむ 令和の四季の楽しみ方  

田中 修／著 中央公論新社 470.4/ﾀ 
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◆◆◆４００ 科学・生物・医学（つづき）◆◆◆ 

絶滅動物は甦らせるべきか？ 絶滅種復活の科学、倫理、リスク 

 ブリット・レイ／著 双葉社 480.7 

弱くある自由へ 自己決定・介護・生死の技術 立岩 真也／著 青土社 490.15 

ぜんぶわかる呼吸の事典 呼吸生理をわかりやすくビジュアル 

解説 長尾 大志／監修 成美堂出版 491.33 

「人間とは何か」はすべて脳が教えてくれる  

思考、記憶、知能、パーソナリティの謎に迫る最新の脳科学  

カーヤ・ノーデンゲン／著 誠文堂新光社 491.37 

どこからが病気なの？ 市原 真／著 筑摩書房 491.61 

おうちでお灸 楽しくて、気持ちいい！ 佐藤 宏子／監修 山と溪谷社 492.75 

ちゃんと知りたい下肢静脈瘤 専門医が詳しく解説！  

森末 淳／著 現代書林 493.24 

私の手はなぜ痛いのか、しびれるのか、曲がっているのか  

平瀬 雄一／著 幻冬舎 493.6 

ぼくらの中の「トラウマ」 いたみを癒すということ  

青木 省三／著 筑摩書房 493.74 

発達障害の内側から見た世界 名指すことと分かること  

兼本 浩祐／著 講談社 493.76 

「アレルギーにならない」子どもが育つ本 妊娠中 授乳期 離乳期 

 石原 新菜／著 三笠書房 493.93 

国がん東病院発 抗がん剤・放射線治療をしている人のための食事  

悩みの原因と対策をわかりやすく図解 後藤 功一／監修 ナツメ社 494.5 

間違いなく育毛がかなう本 抜け毛・薄毛で悩む人に伝えたい 

発毛・育毛の真実 東田 雪子／著 現代書林 494.8 

透析療法 腹膜透析・血液透析・腎移植 石橋 由孝／著 主婦の友社 494.93 

シニア女性の骨盤臓器脱 子宮や膀胱がはみ出てきたら  

加藤 久美子／監修 NHK出版 495.47 
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◆◆◆４００ 科学・生物・医学（つづき）◆◆◆ 

しあわせ歯ならびのつくり方 矯正しないための 0歳からの子育て 

 浅川 幸子／著 時事通信出版局 497.7 

女は筋肉 男は脂肪 樋口 満／著 集英社 498.3 

奇妙な死体のとんでもない事情 2万人を検死した法医学者の 

事件ファイル 巽 信二／著 河出書房新社 498.9 

歴史を変えた 10の薬 トーマス・ヘイガー／著 すばる舎リンケージ 499.02 

マンガでわかる薬のしくみとはたらき事典 丸山 敬／監修 ナツメ社 499.1 

 

５００ 技術・工学・環境                                                                      

次のテクノロジーで世界はどう変わるのか 山本 康正／著 講談社 504/ﾔ 

ゆかいな珍名踏切 今尾 恵介／著 朝日新聞出版 516.2 

気候危機 山本 良一／著 岩波書店 519 

脱プラスチックへの挑戦 持続可能な地球と世界ビジネスの潮 

実践で学ぶ<生物多様性> 鷲谷 いづみ／著 岩波書店 519.8 

図説日本建築の歴史 寺院・神社と住宅 玉井 哲雄／著 河出書房新社 521 

日本の建築家解剖図鑑 名建築に込められた建築家たちの意図を読み解く  

二村 悟／著 エクスナレッジ 523.1 

スローオーディオ No.4  

アナログプレーヤー/真空管アンプ/自作オーディオ/ヴィンテージオーディオ  

シーディージャーナル 547.3 

いちばんやさしい 5Gの教本 人気講師が教える新しい移動通信システムのすべて  

藤岡 雅宣／著 インプレス 547.5 

サイト別ネット中傷・炎上対応マニュアル 清水 陽平／著 弘文堂 548.3 

サイバーアンダーグラウンド ネットの闇に巣喰う人々  

吉野 次郎／著 日経 BP 548.3 

スマホの中身も「遺品」です デジタル相続入門  

古田 雄介／著 中央公論新社 548.4 

プログラミングをわが子に教えられるようになる本  

一緒に遊びながら学べる「実践問題集」付き 郷 和貴／著 フォレスト出版 548.5 
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◆◆◆５００ 技術・工学・環境（つづき）◆◆◆ 

文系でも転職・副業で稼げる AIプログラミングが最速で学べる！  

日比野 新／著 かんき出版 548.5 

よくわかる最新有機 EL&液晶パネルの基本と仕組み  

方式の違いを比較しながら学ぶ 齋藤 勝裕／著 秀和システム 549.9 

トコトンやさしい化粧品の本 福井 寛／著 日刊工業新聞社 576.7 

美容外科手術受ける前に絶対読む本 セイケイしようかなー…と思ったら  

保阪 善昭／著 法研 595 

６００ 産業・交通・通信                                                                                         

逆転の農業 技術・農地・人の三重苦を超える  

吉田 忠則／著 日本経済新聞出版社 611.7 

クリーンミート 培養肉が世界を変える ポール・シャピロ／著 日経 BP 648.2 

漁業と国境 濱田 武士／著 みすず書房 664.1 

知識ゼロでも自分でできる！個人事業の始め方  

藤井 幹久／監修 ナツメ社 673 

三越誕生！ 帝国のデパートと近代化の夢 和田 博文／著 筑摩書房 673.8 

私鉄特急大全 戦後・私鉄特急列車のあゆみ イカロス出版 686.21 

新幹線ｅｘｐｌｏｒｅｒ ｖｏｌ．５４ イカロス出版 686.21 

何度でも泣ける「沁みる夜汽車」の物語 ありふれた鉄道で起きたありえない感

動の実話 NHK沁みる夜汽車制作チーム／著 ビジネス社 699.9 

 

７００ 芸術・スポーツ・娯楽                                                                                         

美意識の値段 山口 桂／著 集英社 707.9 

国立西洋美術館名画の見かた 渡辺 晋輔／著 集英社 723 

７日でうまくなる油絵初級レッスン 12色でここまでできる静物画・風景画  

小屋 哲雄／著 誠文堂新光社 724.3 

漢字のくずし方ハンドブック 楷書・楷行書・行書・行草書・草書で学ぶ  

浅倉 龍雲／編 日貿出版社 728.1 

文房具語辞典 文房具にまつわる言葉をイラストと豆知識でカリカリと読み解く 

高畑 正幸／著 誠文堂新光社 729 
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◆◆◆７００ 芸術・スポーツ・娯楽（つづき）◆◆◆ 

消しゴム版画で絵手紙作り 中井 孝子／著 里文出版 731 

こけし図譜 イラストレーションでわかる伝統こけしの文化・風土・意匠・工人 

佐々木 一澄／絵と文 誠文堂新光社 759.9 

クラシックへの挑戦状 大友 直人／著 中央公論新社 760.4/ｵ 

音楽家の食卓 バッハ、ベートーヴェン、ブラームス…11 人のクラシック作曲家

ゆかりのレシピとエピソード 野田 浩資／著 誠文堂新光社 762.8 

いつのまにか、ギターと 村治 佳織／著 主婦と生活社 762.8/ﾑ 

アルゲリッチとポリーニ ショパン・コンクールが生んだ 2人の「怪物」  

本間 ひろむ／著 光文社 763.2 

生誕 250年ベートーヴェンの交響曲・協奏曲  

演奏家が語る作品の魅力とその深淵なる世界 音楽の友／編 音楽之友社 764.3 

私たちの負けられない想い。 新・吹部ノート  

オザワ部長／著 ベストセラーズ 764.6 

歌声は贈りもの こどもと歌う春夏秋冬 白井 明大／文 福音館書店 767.7 

昭和芸能界史 <昭和 20 年夏－昭和 31 年>篇 戦後の芸能界は如何にして成立したか 

塩澤 幸登／著 茉莉花社 772.1 

黒川能 1964年、黒川村の記憶 船曳 由美／著 集英社 773.2 

スポーツの経済学 スポーツはポストモダン産業の旗手となれる  

小林 至／著 PHPエディターズ・グループ 780 

オリンピック・パラリンピックを学ぶ 後藤 光将／編著 岩波書店 780.6 

フィギュアスケート男子ファンブック 2020 Quadruple Axel 山と溪谷社 784.6 

十大事故から読み解く山岳遭難の傷痕 羽根田 治／著 山と溪谷社 786.1 

すぐ釣れる！堤防からのソルトルアー オールカラー図解  

ケイエス企画 787.1 

レドモンドの狙え！戦いの手筋 マイケル・レドモンド／著 NHK出版 795 

将棋指しの腹のうち 先崎 学／著 文藝春秋 796 

初心者のための詰将棋 高橋 道雄／著 創元社 796 
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８００ 語学                                                        

総理通訳の外国語勉強法 中川 浩一／著 講談社 807 

ニューエクスプレスプラス チベット語 星 泉／著 白水社 829.32 

ニューエクスプレスプラス ヒンディー語 町田 和彦／著 白水社 829.8 

ゼロからスタート英会話 英語の気くばり・マナーがわかる編 

 山崎 祐一／著 Jリサーチ出版 837.8 

 

９００～９１９ 文学一般、日本の文学                                                                        

芥川賞直木賞秘話 高橋 一清／著 青志社 910.26 

 

９１３．６ 日本の小説                                                                 

さいはての家 彩瀬 まる／著 集英社 913.6/ｱﾔｾ 

イマジン？ 有川 ひろ／著 幻冬舎 913.6/ｱﾘｶ 

御社のチャラ男 絲山 秋子／著 講談社 913.6/ｲﾄﾔ 

雲を紡ぐ 伊吹 有喜／著 文藝春秋 913.6/ｲﾌｷ 

梅と水仙 植松 三十里／著 PHP研究所 913.6/ｳｴﾏ 

紙鑑定士の事件ファイル 模型の家の殺人 歌田 年／著 宝島社 913.6/ｳﾀﾀ 

平蔵の母 逢坂 剛／著 文藝春秋 913.6/ｵｳｻ 

ママ 神津 凛子／著 講談社 913.6/ｶﾐｽ 

占 木内 昇／著 新潮社 913.6/ｷｳﾁ 

ウミガメみたいに飛んでみな 木村 椅子／著 光文社 913.6/ｷﾑﾗ 

タイガー理髪店心中 小暮 夕紀子／著 朝日新聞出版 913.6/ｺｸﾚ 

清明 今野 敏／著 新潮社 913.6/ｺﾝﾉ 

山岳捜査 笹本 稜平／著 小学館 913.6/ｻｻﾓ 

仮想通貨脱税 佐藤 弘幸／著 扶桑社 913.6/ｻﾄｳ 

野守虫 柴田 哲孝／著 光文社 913.6/ｼﾊﾀ 

国道食堂 1st season 小路 幸也／著 徳間書店 913.6/ｼﾖｳ 

君がいないと小説は書けない 白石 一文／著 新潮社 913.6/ｼﾗｲ 

母さんは料理がへたすぎる 白石 睦月／著 ポプラ社 913.6/ｼﾗｲ 

正体 染井 為人／著 光文社 913.6/ｿﾒｲ 
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◆◆◆９１３．６ 日本の小説（つづき）◆◆◆ 

シャーリー・ホームズとバスカヴィル家の狗  

高殿 円／著 早川書房 913.6/ﾀｶﾄ 

卍どもえ 辻原 登／著 中央公論新社 913.6/ﾂｼﾊ 

インタビューズ 堂場 瞬一／著 河出書房新社 913.6/ﾄｳﾊ 

騒がしい楽園 中山 七里／著 朝日新聞出版 913.6/ﾅｶﾔ 

西日本鉄道殺人事件 西村 京太郎／著 新潮社 913.6/ﾆｼﾑ 

最高の任務 乗代 雄介／著 講談社 913.6/ﾉﾘｼ 

猫君 畠中 恵／著 集英社 913.6/ﾊﾀｹ 

OJOGIWA 藤崎 翔／著 ポプラ社 913.6/ﾌｼｻ 

鐘を鳴らす子供たち 古内 一絵／作 小峰書店 913.6/ﾌﾙｳ 

今日もお疲れさま 群 ようこ／著 角川春樹事務所 913.6/ﾑﾚ 

おっぱいエール 本山 聖子／著 光文社 913.6/ﾓﾄﾔ 

涼子点景 1964 森谷 明子／著 双葉社 913.6/ﾓﾘﾔ 

太平洋食堂 柳 広司／著 小学館 913.6/ﾔﾅｷ 

希望と殺意はレールに乗って アメかぶ探偵の事件簿  

山本 巧次／著 講談社 913.6/ﾔﾏﾓ 

犯罪 吉田 修一／著 文藝春秋 913.6/ﾖｼﾀ 

54字の物語 ZOO 超短編小説で読むいきもの図鑑  

氏田 雄介／編著 PHP研究所 913.6/ 

てしごと おんな職人日乗 あさの あつこ／著 徳間書店 913.6/ 

 

９１４．６～９１７ 日本のエッセイ                                                           

99歳、現役です！ 最高齢ニッセイセールスレディーの生きかた働きかた  

川上 二三子／著 太田出版 914.6/ｶﾜｶ 

息子たちよ 北上 次郎／著 早川書房 914.6/ｷﾀｶ 

これでもいいのだ ジェーン・スー／著 中央公論新社 914.6/ｼｴﾝ 

帰ってきた日々ごはん ６ 高山 なおみ／著 KTC中央出版 914.6/ﾀｶﾔ 

あの日を刻むマイク ラジオと歩んだ九十年 武井 照子／著 集英社 914.6/ﾀｹｲ 

知の旅は終わらない 僕が 3万冊を読み 100冊を書いて考えてきたこと  

立花 隆／著 文藝春秋 914.6/ﾀﾁﾊ 
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◆◆◆９１４．６～９１７ 日本のエッセイ（つづき）◆◆◆ 

北岳山小屋物語 樋口 明雄／著 山と溪谷社 914.6/ﾋｸﾁ 

宮下草薙の不毛なやりとり 宮下草薙／著 学研プラス 914.6/ﾐﾔｼ 

この国は、変われないの？ 室井 佑月／著 新日本出版社 914.6/ﾑﾛｲ 

森心地の日々 森 博嗣／著 講談社 914.6/ﾓﾘ 

ゴミと呼ばれて 刑務所の中の落ちこぼれ 中林 和男／著 風詠社 916/ﾅｶﾊ 

智の涙 獄窓から生まれた思想 矢島 一夫／著 彩流社 916/ﾔｼﾏ 

 

９２０～９９９ 外国の文学                                                                                                                        

荒潮 陳 楸帆／著 早川書房 923/ﾁ 

サンアントニオの青い月 サンドラ・シスネロス／著 白水社 933/ｼ 

フレドリック・ブラウン SF短編全集 ２  

フレドリック・ブラウン／著 東京創元社 933/ﾌ 

不安 ペナルティキックを受けるゴールキーパーの…  

ペーター・ハントケ／著 三修社 943/ﾊ 

俺の歯の話 バレリア・ルイセリ／著 白水社 963/ﾙ 

旅に出る時ほほえみを ナターリヤ・ソコローワ／著 白水社 983/ｿ 

 

Ｂ、ＢＮ 文庫本                                                                                                                      

琉球の舞姫 剣客大名柳生俊平 14 麻倉 一矢／著 二見書房 BN/ｱｻ 

活動寫眞の女 浅田 次郎／著 双葉社 BN/ｱｻ 

後宮の花は偽りを隠す 後宮の花シリーズ 3  天城 智尋／著 双葉社 BN/ｱﾏ 

急報 聡四郎巡検譚 5 上田 秀人／著 光文社 BN/ｳｴ 

鳳凰の船 浮穴 みみ／著 双葉社 BN/ｳｷ 

清算 特命金融捜査官 江上 剛／著 新潮社 BN/ｴｶ 

烙印の森 大沢 在昌／著 集英社 BN/ｵｵ 

捨て身の大芝居 大仕掛け悪党狩り 3 沖田 正午／著 二見書房 BN/ｵｷ 

ストロボライト×1捜査官・青山愛梨 2 梶永 正史／著 角川春樹事務所 BN/ｶｼ 

大江戸剣花帳 上・下 ひぐらし武士道 門田 泰明／著 徳間書店 BN/ｶﾄ 

夢の帆は永遠に 南蛮おたね夢料理 10 倉阪 鬼一郎／著 光文社 BN/ｸﾗ 
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◆◆◆Ｂ、ＢＮ 文庫本（つづき）◆◆◆ 

咲かずの梅 風烈廻り与力・青柳剣一郎 48 小杉 健治／著 祥伝社 BN/ｺｽ 

バンダル・アード＝ケナード 眠らぬ谷を踏み越え バンダル・アード=ケナード 8 

駒崎 優／著 朝日新聞出版 BN/ｺﾏ 

荒海ノ津 居眠り磐音 22   決定版 佐伯 泰英／著 文藝春秋 BN/ｻｴ 

風  死ぬがよく候 4 坂岡 真／著 小学館 BN/ｻｶ 

ファミリーポートレイト 桜庭 一樹／著 集英社 BN/ｻｸ 

スマホを落としただけなのに 戦慄するメガロポリス  

志駕 晃／著 宝島社 BN/ｼｶ 

世襲人事 高杉 良／著 文藝春秋 BN/ﾀｶ 

眠れる名刀 左近浪華の事件帳 4 築山 桂／著 双葉社 BN/ﾂｷ 

浮遊霊ブラジル 津村 記久子／著 文藝春秋 BN/ﾂﾑ 

垂れ込み 警視庁追跡捜査係 9 堂場 瞬一／著 角川春樹事務所 BN/ﾄｳ 

アロの銃弾 レディスナイパー 前篇 鳴海 章／著 光文社 BN/ﾅﾙ 

六莫迦記 これが本所の穀潰し 新美 健／著 早川書房 BN/ﾆｲ 

魔王の子、鬼の娘 仁木 英之／著 徳間書店 BN/ﾆｷ 

子守唄殺人事件 西村 京太郎／著 双葉社 BN/ﾆｼ 

七丁目まで空が象色 似鳥 鶏／著 文藝春秋 BN/ﾆﾀ 

あっけらかん 歴史時代 よろず相談屋繁盛記 5 野口 卓／著 集英社 BN/ﾉｸ 

招き猫 新・知らぬが半兵衛手控帖 9 藤井 邦夫／著 双葉社 BN/ﾌｼ 

風よ哭け 橋廻り同心・平七郎控 14 藤原 緋沙子／著 祥伝社 BN/ﾌｼ 

オニキス 公爵令嬢刑事西有栖宮綾子 古野 まほろ／著 新潮社 BN/ﾌﾙ 

仕掛け絵本の少女 鬼と光君 堀川 アサコ／著 小学館 BN/ﾎﾘ 

棚ぼたん鍋 神田まないたお勝手帖 3 槇 あおい／著 双葉社 BN/ﾏｷ 

人間水域 松本 清張／著 祥伝社 BN/ﾏﾂ 

孟夏の太陽 宮城谷 昌光／著 文藝春秋 BN/ﾐﾔ 

草花たちの静かな誓い 宮本 輝／著 集英社 BN/ﾐﾔ 

炎より熱く 矢口 敦子／著 集英社 BN/ﾔｸ 

ぶたぶたのシェアハウス 矢崎 存美／著 光文社 BN/ﾔｻ 

身がわり若さま 上・下 山手 樹一郎／著 コスミック出版 BN/ﾔﾏ 
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◆◆◆Ｂ、ＢＮ 文庫本（つづき）◆◆◆ 

珍味脅し 料理人季蔵捕物控 38 和田 はつ子／著 角川春樹事務所 BN/ﾜﾀ 

志に死す 人情時代小説傑作選 池波 正太郎他／著 新潮社 BN 

まんぷく <料理>時代小説傑作選 畠中 恵他／著 PHP研究所 BN 

ただの眠りを ローレンス・オズボーン／著 早川書房 B/ｵｽ 

砂男 上・下 ラーシュ・ケプレル／著 扶桑社 B/ｹﾌ 

魔法使いのウエディング・ベル (株)魔法製作所 2nd season 4 

シャンナ・スウェンドソン／著 東京創元社 B/ｽｳ 

アッサム・ティーと熱気球の悪夢 お茶と探偵 20  

ローラ・チャイルズ／著 原書房 B/ﾁﾔ 

水底の女 レイモンド・チャンドラー／著 早川書房 B/ﾁﾔ 

戦争と平和 １ トルストイ／著 光文社 B/ﾄﾙ 

突破口 弁護士アイゼンベルク アンドレアス・フェーア／著 東京創元社 B/ﾌｴ 

風柳荘のアン『赤毛のアン』シリーズ 4 L.M.モンゴメリ／著 文藝春秋 B/ﾓﾝ 

アラバスターの壺/女王の瞳 ルゴーネス幻想短編集  

ルゴーネス／著 光文社 B/ﾙｺ 

完全な真空 スタニスワフ・レム／著 河出書房新社 B/ﾚﾑ 

深淵の騎士たち エルンスト・ヴルチェク／著 早川書房 B/ﾛﾀ 

ハルト人ソクラテス ペーター・テリド／著 早川書房 B/ﾛﾀ 

特別な友情 フランス BL小説セレクション ランボー／ほか著 新潮社 B 

 

Ｔ 暮らし                                                

かごと木箱と古道具と。 日々をいろどる“もの”選び  

圷 みほ／著 ワニブックス T0 

家族葬ハンドブック 令和版 柴田 典子／監修 主婦の友社 T0 

パターン補正バイブル ソーイングが 100倍楽しくなる！私サイ 

ズにできる型紙の直し方 加藤 容子／著 日本文芸社 T11 

洋輔の刺繡研究室 NHKすてきにハンドメイド 洋輔／著 NHK出版 T15 

斉藤謠子の布で描くいきものたち キルトのバッグ、ポーチ、タぺストリー  

斉藤 謠子／著 NHK出版 T18 
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◆◆◆Ｔ 暮らし（つづき）◆◆◆ 

やさしく作れるキャシー中島のハワイアンキルト  

キャシー中島／著 日本ヴォーグ社 T18 

超カンタン！手づくりの通園・通学グッズ 寺西 恵里子／著 朝日新聞出版 T19 

犬のための家庭の医学 野澤 延行／著 山と溪谷社 T3 

レオパの教科書 基礎知識から飼育・繁殖と多彩な品種紹介 

 山本 直輝／監修 笠倉出版社 T3 

ちゃんと食べてる？親に届ける作りおきおかず 上島 亜紀／著 ナツメ社 T41 

村上祥子のシニア料理教室 人気レシピ集めました！  

村上 祥子／著 女子栄養大学出版部 T41 

作りおき&朝 10分糖質オフのラクチン弁当 365  

成澤 文子／著 学研プラス T42 

作りおき&レンチンで簡単！糖質オフのやせる！ラクうま弁当 350 決定版！ 

江部 康二／著 ナツメ社 T42 

ボウルひとつでこねずにできる本格パン 藤田 千秋／著 河出書房新社 T45 

絶品！バスクチーズケーキ 藤沢 セリカ／著 河出書房新社 T46 

果実とハーブのお酒とシロップ ジャムとお茶とコンポート  

こころとからだを元気にする 田端 永子／著 八月社 T47 

理由がわかればもっとおいしい！コーヒーを楽しむ教科書  

井崎 英典／監修 ナツメ社 T47 

だれでもできるベランダで野菜づくり  

イラストでまるわかり！ 麻生 健洲／著 家の光協会 T6 

ジーナ式カリスマ・ナニーが教える赤ちゃんとおかあさんの快眠講座  

ジーナ・フォード／著 朝日新聞出版 T8 

ジーナ式カリスマ・ナニーが教えるトドラー期のやる気グングン！ 

1・2・3歳の子育て講座 ジーナ・フォード／著 朝日新聞出版 T9 

１００万人が信頼した脳科学者の絶対に賢い子になる子育てバイブル  

ジョン・メディナ／著 ダイヤモンド社 T9 
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Ｓ 日野市や地域・行政に関する資料                                                

自治体のための債権回収 Q&A 現場からの質問  

青田 悟朗／著 第一法規 SH2 

国民生活基礎調査 平成 30年 厚生労働省政策統括官(統計・ 

情報政策、政策評価担当)／編 厚生労働統計協会 SL3 

 

Ｒ 調べものに役立つ本                                                

外国人物レファレンス事典 ４ 20世紀？(2011-2019)  

日外アソシエーツ株式会社／編集 日外アソシエーツ R280.3 

データブックオブ・ザ・ワールド Vol.32(2020)  

世界各国要覧と最新統計 二宮書店 R350 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------- お問い合わせは、お近くの図書館へ ---------------- 

中央図書館  586-0584   豊田 2-49-2 

（障害者サービス 581-7612）   

高幡図書館  591-7322   三沢 4-1-12 

日野図書館  584-0467   日野本町 7-5-14   

多摩平図書館 583-2561    多摩平 2-9 

平山図書館  591-7772   平山 5-18-2 

百草図書館  594-4646   百草 204-1ガーデンビュー石神Ｄ ２階 

市政図書室  514-8840    神明 1-12-1日野市役所 １階 

移動図書館  586-0584   豊田 2-49-2（中央図書館内） 
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図書館員の本箱 

   

『たまもの』 神蔵美子／著 筑摩書房 ２００２年 

評論家の坪内祐三さんが心不全のため 61 歳で亡くなったと知り、この
本を思い出した。 

 『たまもの』は、著者・神蔵美子が前夫の坪内祐三や、現夫の末井昭（編

集者）と過ごした 30代から 40代の一時期を、写真と文章で赤裸々に綴っ
た作品である。 

 既婚者の神蔵さんは婚約者がいる坪内さんと恋に落ち結婚するが、何年

かたつと今度は末井さんを好きになってしまう。家を出て恋人（彼も長年
連れ添った妻と離婚）と暮らしながら、夫の元にも通う。本の中の坪内さ

んは暴漢に襲われて入院したり、風に吹かれて微笑んでいたり、末井さん

と二人で女装したりしている。そして、どんどん執筆活動を続けて世に出
ていく様子も描かれている。 

こんなに自分をさらけ出していいのか！と驚きながら、登場人物たちが

恋に仕事に真摯に生きている姿に引き込まれたものだった。 
坪内祐三さんのご冥福をお祈りします。（Ｈ） 

 
 

  3月はおたのしみ会 ★は通常のおはなし会です 

会 場 日 程 0～2歳児 3～未就学児 小学生以上 

中央図書館 
11日（水） ― 15：30～ 16：00～ 

26日（木） 10：30～ ― ― 

高幡図書館 
★4日（水） 

15：00～ 15：30～ 16：00～ 
18日（水） 

日野図書館 18日（水） 16：00～ どなたもどうぞ 

多摩平図書館 
12日（木） 10：30～ ― ― 

25日（水） ― 15：30～ 16：00～ 

平山図書館 19日（木） 10：30～ ― ― 

百草図書館 27日（金） 15：00～ 15：30～ 16：00～ 

【ひよこタイム】   乳幼児連れの方が、気兼ねなく利用できる時間です。 

 平山図書館は 19日（木）10時～12時。多摩平図書館は火曜日～金曜日 10時～12時。 
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曜日 時間 駐車場 住所 3 月 4 月 

第 1 

・ 

第 3  

 

木 

10：40～11：10 新井わかたけ公園 石田 270 

5 日 

 

19 日  

2 日 

 

16 日  

11：25～11：55 水車公園 万願寺 2-28 

14：20～14：40 南平丘陵公園 南平 8-8-3 

15：00～15：50 ｼﾃｨﾊｲﾂ日野旭が丘 旭が丘 4-7-5 

第 1 

・ 

第 3  

 

金 

10：10～10：35 新坂下公園 新町 3-18-7 

 

6 日 

  

3 日 

 

17 日 

10：45～11：10 栄町二丁目アパート 栄町 2-25 

11：25～11：50 大坂西公園 大坂上 1-14-4 

14：10～14：30 小構コーポ佐野前 日野台 1-3-7 

14：40～15：05 緑ヶ丘公園 日野台 2-33-1 

15：20～15：50 七ツ塚公園 新町 5-20-1 

第 2

第 4

水 

10：00～12：00 旭が丘地区センター 旭が丘 5-1-1 
（旭が丘中央公園内） 

11 日 

25 日 

8 日 

22 日 

第 2 

・ 

第 4  

 

木 

10：40～11：00 万願寺渡西公園 日野 7764 

12 日   

 

26 日 

9 日   

 

23 日 

11：15～11：45 万願寺中央公園 万願寺4-20-12 

14：00～14：30 ちょうまんぴら公園 百草 971-127 

14：40～15：20 百草団地アポロ広場 百草 999 

15：40～16：10 ほほえみ公園 南平 2-31-6 

第 2 

・ 

第 4  

 

金 

10：30～11：00 市営向川原団地 南平 5-30-1 

13 日 

 

27 日 

10 日 

 

24 日 

11：10～11：30 松風公園 南平 6-17-11 

11：40～12：00 貉谷戸公園 南平 9-16-10 

14：30～14：55 さいかちぜき公園 西平山 2-9-9 

15：15～15：45 西平山第１公園  西平山 5-28-1 

☂ 天候が悪い時は、巡回が中止になる場合があります。 

☆ご希望の本をリクエストカードに記入してください。次回以降の巡回日にお持ちします。  

 

移動図書館ひまわり号 3月・４月巡回日程 


